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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
  平成24年６月29日に提出した第90期（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。

  なお、財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRL形式の

データ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

２　財務諸表等

(1）財務諸表

　①貸借対照表　

　注記事項

　（貸借対照表関係）　

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

　　　①【貸借対照表】　

（訂正前）

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

投資その他の資産   

投資有価証券 ※6　　3,079,729 2,875,515
関係会社株式 8,967,488 8,097,831
出資金 1,983 1,983
関係会社出資金　 133,187 133,187
関係会社長期貸付金　 983,664 1,016,967
長期前払費用 41,846 33,902
その他 402,946 466,877
貸倒引当金　 △90,372 △1,271,865
投資損失引当金　 △470,000 －

＜略＞
　

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

流動負債   

支払手形  10,132　  ※5　9,420
買掛金 ※2　1,530,931　  ※2　1,352,661
短期借入金  ※1　4,416,673　  ※1　4,084,000
関係会社短期借入金  190,000　  630,000
１年内返済予定の長期借入金  855,840　  3,932,340
リース債務  12,780　  69,713
未払金  169,521　  152,371
未払費用  335,985　  330,193
未払法人税等　  50,473　  41,118
未払消費税等  37,518　  －
前受金  6,033　  27,678
預り金  17,355　  17,367
賞与引当金  305,000　  303,000
その他  4,940　  4,644
流動負債合計 7,943,184　 10,954,510　

固定負債 　 　
長期借入金 3,932,340　 －　
リース債務 39,471　 229,715　
繰延税金負債 72,068　 82,465　
退職給付引当金  1,397,077　  1,290,219
役員退職慰労引当金 116,737　 48,262　
預り保証金 67,064　　  65,394
資産除去債務 31,122　 31,527　
その他 5,455　 3,097　

＜略＞
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　　　（訂正後）

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

投資その他の資産   

投資有価証券 ※6　　3,079,729 2,875,515
関係会社株式 ※1　　8,967,488 ※1　　8,097,831
出資金 1,983 1,983
関係会社出資金　 133,187 133,187
関係会社長期貸付金　 983,664 1,016,967
長期前払費用 41,846 33,902
その他 402,946 466,877
貸倒引当金　 △90,372 △1,271,865
投資損失引当金　 △470,000 －

＜略＞
　

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

流動負債   

支払手形  10,132　  ※5　9,420
買掛金 ※2　1,530,931　  ※2　1,352,661
短期借入金  ※1　4,416,673　  ※1　4,084,000
関係会社短期借入金  190,000　  630,000
１年内返済予定の長期借入金  ※1　855,840　  ※1　3,932,340
リース債務  12,780　  69,713
未払金  169,521　  152,371
未払費用  335,985　  330,193
未払法人税等　  50,473　  41,118
未払消費税等  37,518　  －
前受金  6,033　  27,678
預り金  17,355　  17,367
賞与引当金  305,000　  303,000
その他  4,940　  4,644
流動負債合計 7,943,184　 10,954,510　

固定負債 　 　
長期借入金 ※1　3,932,340　 －　
リース債務 39,471　 229,715　
繰延税金負債 72,068　 82,465　
退職給付引当金  1,397,077　  1,290,219
役員退職慰労引当金 116,737　 48,262　
預り保証金 67,064　　  65,394
資産除去債務 31,122　 31,527　
その他 5,455　 3,097　

＜略＞
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【注記事項】
　（貸借対照表関係）
（訂正前）　
※１　担保資産及び担保付債務
　担保に供している資産は、次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
　当事業年度

（平成24年３月31日）
建物 709,637　千円　　　 (   369,746  千円) 621,908　千円 ( 　307,549  千円)
構築物 22,059　　　 (    22,059  　　) 18,393　 (　  18,393  　　)
機械及び装置 1,153,958( 1,153,958      ) 976,853 ( 　976,853　  　)
工具、器具及び備品 53,157 (    53,157      ) 42,074 (    42,074  　　)
土地 609,658 (   514,393      ) 609,658 (   514,393　  　)

計 2,548,472( 2,113,316      ) 2,268,887 ( 1,859,263　  　)
　上記のうち（　）内の金額は、内数で、工場財団抵当並びに当該債務であります。

　担保付債務は、次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
　当事業年度

（平成24年３月31日）　
短期借入金 590,000　千円 (    50,000　千円) 590,000　千円 (　　50,000　千円)
　上記のうち（　）内の金額は、内数で、工場財団抵当並びに当該債務であります。

　

　（訂正後）　

※１　担保資産及び担保付債務
　担保に供している資産は、次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
　当事業年度

（平成24年３月31日）
建物 709,637　千円　　　 (   369,746  千円) 621,908　千円 ( 　307,549  千円)
構築物 22,059　　　 (    22,059  　　) 18,393　 (　  18,393  　　)
機械及び装置 1,153,958( 1,153,958      ) 976,853 ( 　976,853　  　)
工具、器具及び備品 53,157 (    53,157      ) 42,074 (    42,074  　　)
土地 609,658 (   514,393      ) 609,658 (   514,393　  　)
関係会社株式 2,936,655 ( 　　   －      ) 2,936,655 (  　　  －　  　)

計 5,485,127( 2,113,316      ) 5,205,542 ( 1,859,263　  　)
　上記のうち（　）内の金額は、内数で、工場財団抵当並びに当該債務であります。

　担保付債務は、次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
　当事業年度

（平成24年３月31日）　
短期借入金 590,000　千円 (    50,000　千円) 590,000　千円 (　　50,000　千円)
１年内返済予定長期借入金 305,040　千円 (   　　 －　千円) 1,779,840　千円 (　　　　－　千円)
長期借入金 1,779,840　千円 (   　　 －　千円) －　千円 (　　　　－　千円)

計 2,674,880( 　 50,000      ) 2,369,840 ( 　 50,000　  　)

　上記のうち（　）内の金額は、内数で、工場財団抵当並びに当該債務であります。
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